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報道関係各位 2014 年 12 月 5 日 

アイドルマスターファンのためのエンターテインメントカフェ＆バー 

「カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ） feat. THE IDOLM@STER」 
12月 24日（水） 東京・秋葉原にオープン！ 

 

 株式会社ナムコ（本社：東京都港区）は、キャラクターテーマ型の飲食施設「カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ）」の 

第三弾タイアップ「カフェ＆バー CHARACRO feat. THE IDOLM@STER（アイドルマスター）」を、2014 年 12 月 24 日（水） 

東京・秋葉原にオープンいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャラクロは「現実世界と作品世界のクロスオーバー空間」がコンセプトのキャラクターエンターテインメントカフェ＆バーです。 

タイアップ作品をテーマとしたフード&ドリンクの提供、オリジナルグッズの販売に加え、映像・音楽を使った世界観演出や 

エンターテインメント要素を前面に打ち出し、作品世界への没入感、ファン同士の一体感を楽しめる施設です。 

 

今回はバンダイナムコグループを代表するクロスメディア作品である「アイドルマスター」とタイアップ。作品をテーマ 

としたフード＆ドリンク、オリジナルグッズはもちろん、「アイドルマスター」の映像と音楽を活かした LIVE 感あふれる空間で、 

個性豊かなアイドルたちの魅力と、プロデューサー（お客様）同士の一体感を堪能することができます。 

 

「カフェ＆バー CHARACRO feat. THE IDOLM@STER」は、アイドルマスターファンのための"LIVE＆コミュニティサイト" 

として、12月 24 日（水）、東京・秋葉原にまもなくオープンいたします。 

 

施設概要 

施設名称 カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ） feat. THE IDOLM@STER（アイドルマスター） 

テーマ作品 ＴＶアニメ『アイドルマスター』、劇場版『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ！』 

所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田 2丁目 5−12 タカラビル 地下 1F 

営業時間 10:40 ～ 21:40 （詳細は公式サイトをご覧ください） 

オープン日 2014年 12月 24 日（水） 

施設 URL http://www.namco.co.jp/characro/idolmaster/ 

※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

※画像は開発イメージです。 ©BNGI／PROJECT iM@S 

http://www.namco.co.jp/
http://www.namco.co.jp/characro/idolmaster/
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■テーマ作品 

 

 

 

 

 
アイドルマスターとは、2005 年にアミューズメント施設向けゲーム機からスタートしたアイドルプロデュースゲームです。プロデューサー

としてアイドルを育成するゲームシステムや、個性豊かなキャラクター、楽曲が多くのお客様に支持を受けています。これまでに家庭用ゲ

ームソフトをはじめ、ラジオ、テレビアニメ、モバイルコンテンツからステージイベントまで、さまざまなクロスメディア展開をしています。 

 今回の「カフェ＆バー CHARACRO feat. THE IDOLM@STER」は、そのアイドルマスター作品のうちＴＶアニメ『アイドルマスター』、及び劇

場版『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ！』とのタイアップとなります。 

 

■世界観設定/店舗テーマ 

「現実世界と作品世界とのクロスオーバー空間」をコンセプトに、以下のテーマストーリーを設定しています。 

 

○765 M@STERS CAFE&BAR （マスターズ カフェ&バー） 
 

アイドルたちの育成とプロデューサーたちのスキルアップを目的として誕生した、 

765 プロオフィシャルカフェ＆バー、それがここ「765 M@STERS CAFE&BAR」です。 

 

プロデューサーとして来店したあなたは、アイドルたちの活動チェックや 

同僚プロデューサーたちとの情報交換を通じ、そのプロデューススキルを磨き上げつつ、

アイドルたちの魅力を再発見することができるはずです。 

 

店内では、担当アイドルの PV放映を賭けたバトルイベントや、アイドルたちの 

お仕事適性を見極めるプロデューサー投票も行われているようです。 

 

提供されるフードやドリンクは“たるき亭”との共同開発。 

どのメニューもアイドルたちへの愛情にあふれ、個性たっぷりに仕上がっています。 

 

ここは、全てがアイドルとプロデューサーのために用意された空間。 

 

LIVE感あふれる店内でアイドルたちの魅力に囲まれていると、 

時として自分がプロデュ−サーであることを忘れてしまうかもしれません。 

 

そんな時はお仕事を忘れて、アイドルたちの”いちファン”として 

「765 M@STERS CAFE&BAR」を、存分にお楽しみください！ 

 

○プロデューサーカード 
「765 M@STERS CAFE&BAR」に来店されるお客様は、全て 765プロのプロデューサーです。 

ご来店時に担当されるアイドルを決めていただき、そのアイドルのプロデューサーカードをお受け取りいただきます。 

 

カードには来店ごとにポイントがたまり、見習い～駆け出し～新米と、 

プロデューサーランクがアップしていきます。 

 

一定レベルのランクに到達したプロデューサーには特典をプレゼント！ 

 

最高ランクの「アイドルマスター」を、是非目指してください。 

 

 

■プロデューサーカード(表面) 

■プロデューサーカード(裏面) 
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■フードメニュー 
「アイドルマスター」に登場するアイドルたちをイメージしたフード、楽曲をイメージしたフード、登場料理の再現フードなど、オ

リジナルフード 18品をご提供。加えて、一般カフェ＆バーフード 17品もご提供します。 

オープン以降も随時、新メニューを追加していきます。 

 

○【オリジナル】 アイドルたちをイメージしたフード 6品 

作中登場のアイドルたちのイメージにあわせた個性豊かな 6品です。 

 
上段左から「亜美真美と響のパワフル！ロコモコタコライス」 1,100 円（税込） 「伊織とやよいのセレブ＆ラブリーピタパン 」1,000円（税込） 

中段中央から「春香と千早のキュート＆クールディップ」 850 円（税込） 「美希と律子のパーフェクトグリーンサラダ☆」 800 円（税込） 

下段左から「あずさと貴音のセクシーローストビーフパスタ」 1,200 円（税込） 「真と雪歩のナイト＆プリンセスオムカレー」 1,200 円（税込） 

 

○【オリジナル】 その他オリジナルフード 9品 （他イベントメニュー3品提供 ※萩原雪歩誕生祭メニュー、クリスマスメニュー） 

アイドルユニット「竜宮小町」をイメージした 1品、同じく「Jupiter」をイメージした 1品、楽曲をイメージした 3品、作中登場 

料理の再現 4品です。 

 
 

  
 

竜宮小町の 

スペシャルスリルピザ 

1,300円（税込） 

Jupiterの 

恋をはじめようディップ 

800円（税込） 

GO MY WAY!! 

アヒージョ 

850 円（税込） 

READY!!  

LET’S GO ☆バスケット 

850 円（税込） 

キラメキラ 

ゼリーシャーベット 

700円（税込） 

 
  

 

 

間違いは成功のもと 

肉じゃが 

(洋風肉じゃが) 

900円（税込） 

ドヤードヤー 

ゴーヤチャンプルー風

サラダ 

800円（税込） 

春香の差し入れ♪ 

お砂糖たっぷりの 

ドーナツ 

500円（税込） 

ゴージャスセレブプリン 

800円（税込） 
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■ドリンクメニュー（アルコール/ノンアルコール選択可） 

「アイドルマスター」に登場するアイドルたちをイメージしたドリンクや、楽曲をイメージしたドリンクなど、 

オリジナルドリンク 15品をご提供。加えて、一般カフェ＆バードリンク 19品もご提供します。 

オープン以降も随時、新メニューを追加していきます。 

 

○【オリジナル】 アイドルたちをイメージしたドリンク 13品  

作中登場の各アイドルたちのイメージにあわせた、個性豊かな 13品です。 

 
上段左から「笑顔のポジティブガール（天海春香）」「癒しのヴィーナス（三浦あずさ）」「純真天使（萩原雪歩）」「ラブリーキュートなお嬢様（水瀬伊織）」 

中段左から「銀色の王女（四条貴音）」「キラキラ☆シューティングスター（星井美希）」「ひたむきハッピースマイル（高槻やよい）」 

「元気印の南国娘（我那覇響）」「才女の Glasses（秋月律子）」 

下段左から「スウィート OLファンタジー（音無小鳥）」「孤高の歌姫（如月千早）」「天真爛漫ガール’S（双海亜美・真美）」「夢見る王子様（菊地真）」 

※価格は全て 680 円（税込）  

 

○【オリジナル】 楽曲をイメージしたドリンク 2品  

作中に登場する楽曲をイメージした 2品です 

 
  

My Wish 680円（税込） 
※冬季限定 

虹色ミラクル 680円（税込） 
全てのオリジナルドリンクに、 

キャラクロオリジナルコースターが付属します。 
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■グッズアイテム 

オープンと同時に、アイドルマスターグッズを 10アイテムご用意。オープン以降も随時、新アイテムを追加していきます。 

 

○アイドルマスター×SUPER LOVERSのコラボ 2アイテム 
アイドルマスター×SUPER LOVERSのコラボアイテムを、キャラクロで先行販売します。 

劇場版『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ！』の劇中劇「眠り姫」をイメージしたデザインです。 

 

 

 

 
アイドルマスター×SUPER LOVERS のコラボ 

T-SH カンバッチ付  4,860円（税込） 

アイドルマスター×SUPER LOVERS のコラボ 

プルパーカー カンバッチ付 7,452 円（税込） 

 

○「カフェ＆バー CHARACRO feat. THE IDOLM@STER」オリジナルグッズ 8 アイテム 

「カフェ＆バー CHARACRO feat. THE IDOLM@STER」限定のオリジナルグッズを、オープンと同時に8アイテム販売します。 

オープン以降も随時、新アイテムを追加していきます。 

  

コースターセット（全 1 種 13枚入） 700円（税込） ネックストラップ（全 1 種） 1,500 円（税込） 

 
 

 

 

ボトルウォーター（全 3種） 

各 540円（税込） 

タンブラー（全 3 種）  

各 1,200円（税込） 

マフラータオル（全 1種）  

1,980円（税込） 

   
コースターホルダー（全 1 種）  

700円（税込） 
キーホルダーセット（全 3 種）  

5人セット：各 3,100円（税込） 

4人セット：2,480円（税込） 

食べると怖い 眠り姫（全 1種）  
※１つだけ激辛のロシアンルーレット饅頭です 

※ランダムでブロマイド 1 枚付 

1,080 円（税込） 

 

※カンバッチ 

（１個付） 
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■エンターテインメントコンテンツ 
「アイドルマスター」の豊富な映像と音楽をいかしアイドルたちの魅力あふれるエンターテインメント空間を演出します。 

お酒やお食事を楽しみながら、「アイドルマスター」の世界観をご堪能いただけます。 

 

○オリジナル編集映像演出 

「アイドルマスター」の世界観を演出した店内に、大型スクリーン（180inch クラス）とモニター10 台（※）を設置。 

アイドルたちのプロモーションビデオや、名場面集など、キャラクロオリジナル編集の特別映像をお楽しみいただけます。 

※24inch×2 台、32inch×5台、48inch×3台 

 

※画像は開発イメージです。 

 

○765 M@STERS リサーチ 

各アイドルの仕事適性を、プロデューサーたち（お客様）へのリサーチ調査により見極める投票アトラクションです。 

765 プロに依頼があったさまざまな“お仕事”にどのアイドルが適しているか、お客様に投票していただきます。 

キャラクロオリジナルメニュー１品につき１枚、投票コインが付属。投票結果は後日、キャラクロ公式サイトで公開します。 

 

 

※画像は開発イメージです。 

 

メメニニュューー監監修修中中  
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■オープニングイベント 
オープン日の 12月 24日は、作中登場アイドル「萩原雪歩」の誕生日です。 

キャラクロでは彼女の誕生日を記念して、オープニングイベント「萩原雪歩誕生祭」を開催します。 

 

○萩原雪歩誕生祭 
開催期間：2014 年 12 月 24日（水）～2015年 1月 12日（月/祝） 

①  ご来店のお客様にもれなく、ノベルティコースターをプレゼント 

②  期間限定メニュー「雪歩のバースデーケーキプレート」を販売 

③  期間限定アイテム「萩原雪歩誕生祭記念 スタンド缶バッジ」を販売 

④  萩原雪歩イメージメニュー「雪歩のおすすめ焼肉茶漬け」の販売を開始 

  
萩原雪歩誕生祭記念 

ノベルティコースター 

 

雪歩のバースデーケーキプレート 

1,100円（税込） 

 

 

萩原雪歩誕生祭記念 スタンド缶バッジ

（直径約 15cm） 

870円（税込） 

雪歩のおすすめ焼肉茶漬け 

（スコップスプーン付） 

1,200円（税込） 

 
■クリスマス期間特別メニュー 
オープン日の 12月 24日（水）より、期間限定のクリスマスケーキ「Happy Christmas」を販売開始します。 

 

  

Happy Christmas   3,600円（税込） （直径約 13cm） オリジナル缶バッジ（直径 7.5cm）2個がもれなく付属します 

メメニニュューー監監修修中中  
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■ゾーニング図 
○66 席（最大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■営業システム 
○完全入替制 （100分間/１日 4 回入替）  【A】10:40-12:20 【B】13:20-15:00 【C】17:20-19:00 【D】20:00-21:40 

○事前予約制 （Webサイトより。応募多数の場合は抽選で確定） 

○テーブルチャージ お一人様 300 円 

○ご来店のお客様には、もれなくコレクタブルステッカーをプレゼント （配布はランダムとなります） 

 
 

■施設概要 

施設名称 カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ） feat. THE IDOLM@STER（アイドルマスター） 

テーマ作品 ＴＶアニメ『アイドルマスター』、劇場版『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ！』 

所在地 
〒101-0021 東京都千代田区外神田２丁目５−１２ タカラビル B1F 

（秋葉原駅電気街口より徒歩約 7分） 

営業時間 
10:40～21:40 （4回入替制） 

入替時間 【A】10:40-12:20 【B】13:20-15:00 【C】17:20-19:00 【D】20:00-21:40 

定休日  毎月第 3 水曜日 

営業システム 

・完全入替制 （100 分間）（１日 4回入替） 

・事前予約制 （Webサイトより予約）（応募多数の場合は抽選で確定） 

・テーブルチャージ お一人様 300 円 

世界観設定 765 プロ オフィシャルカフェ&バー 「765 M@STERS CAFE&BAR」 （マスターズ カフェ&バー） 

メニュー 
・フード  【オリジナル】18品 【一般】17品  ※随時追加予定 

・ドリンク 【オリジナル】15品 【一般】19品  ※随時追加予定 

物販グッズ ・コラボアイテム２品 ・オリジナルアイテム 8品 ※随時追加予定 

客席面積 85㎡ 

席数 最大 66席 

問い合わせ先 03-3525-8928 

公式サイト http://www.namco.co.jp/characro/idolmaster/ 

 


